
自動車排出ガス規制の識別記号一覧

識別
自動車排出ガスの状態 備 考記号

Ａ 専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車
昭和50年度規制に適合
させたもの Ｈ 上記以外の自動車

１等価慣性重量が１トン以下のもの（軽自 専ら乗用の
動車を除く。） 用に供する

２等価慣性重量が１トンを超えるもの及び 乗車定員10
Ｂ ４サイクル軽自動車であって、窒素酸化 人以下の自

物の排出量の値が10モード法により運行 動車
昭和51年度規制に適合 する場合には0.84ｇ／㎞、11モード法に
させたもの より運行する場合には 8ｇ以下のもの

等価慣性重量が１トンを超えるもの、及び
Ｃ ４サイクル軽自動車であって上記２以外の

もの

昭和53年度規制に適合 Ｅ 専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車
させたもの

Ｊ ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする自動車（専ら乗
昭和54年規制に適合さ 用の用に供する乗車定員10人以下の自動車を除く。）
せたもの

Ｋ 軽油を燃料とする自動車

昭和56年規制に適合さ ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする自動車であって
せたもの Ｌ 車両総重量が 2.5トン以下のもの（軽自動車及び専ら乗

用の用に供する乗車定員10人以下の自動車を除く。）

ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする自動車であって
Ｍ 車両総重量が 2.5トンを超えるもの及び４サイクル軽自

昭和57年規制に適合さ 動車（専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車
せたもの を除く。）

Ｎ 軽油を燃料とする自動車（直接噴射式の原動機を有する
ものを除く。）

昭和58年規制に適合さ Ｐ 軽油を燃料とする自動車（直接噴射式の原動機を有する
せたもの ものに限る。）

昭和61年規制又は昭和 軽油を燃料とする専ら乗用の用に供する乗車定員10人以
62年規制に適合させた Ｑ 下の普通自動車及び小型自動車
もの

ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする自 専ら乗用の
Ｒ 動車であつて車両総重量が 1.7トン以下の 用に供する

昭和63年規制に適合さ もの（軽自動車を除く。） 乗車定員10
せたもの 人以下の自

軽油を燃料とする自動車であって車両総重 動車を除く
Ｓ 量が 2.5（直接噴射式の原動機を有するも

のにあっては3.5）トン以下のもの

ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする自
Ｔ 動車であつて車両総重量が 1.7トンを超え

るもの

平成元年規制に適合さ 軽油を燃料とする自動車であって車両総重
せたもの 量が 2.5（直接噴射式の原動機を有するも

Ｕ のにあっては3.5）トンを超えるもの（車
両総重量が８トンを超えるセミトレーラを



けん引するけん引自動車及びクレーン作業
用自動車を除く。）

Ｖ ４サイクル軽自動車

軽油を燃料とする自動車であって車両総重量が８トンを
Ｗ 超えるセミトレーラをけん引するけん引自動車及びクレ

平成２年規制に適合さ ーン作業用自動車
せたもの

軽油を燃料とする専ら乗用の用に供する乗車定員10人以
Ｘ 下の普通自動車及び小型自動車であって車両重量が1265

キログラム以下のもの

軽油を燃料とする専ら乗用の用に供する乗車定員10人以
Ｙ 下の普通自動車及び小型自動車であって車両重量が1265

平成４年規制に適合さ キログラムを超えるもの
せたもの

ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする自 専ら乗用の
Ｚ 動車であつて車両総重量が 2.5トンを超え 用に供する

るもの 乗車定員10
人以下の自

ＫＡ 軽油を燃料とする自動車であって車両総重 動車を除く
平成５年規制に適合さ 量が 1.7トン以下のもの
せたもの

ＫＢ 軽油を燃料とする自動車であって車両総重
量が 1.7トンを超え 2.5トン以下のもの

ＫＣ 軽油を燃料とする自動車であって車両総重量が2.5トン
を超えるもの

平成６年規制に適合さ ＫＤ 軽油を燃料とする専ら乗用の用に供する乗車定員10人以
せたもの 下の普通自動車及び小型自動車

ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする自動車であって
ＧＡ 車両総重量が 1.7トンを超え 2.5トン以下のもの（専ら

乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車を除く。）

平成７年規制に適合さ ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする自動車であって
せたもの ＧＢ 車両総重量が 2.5トンを超えるもの（専ら乗用の用に供

する乗車定員10人以下の自動車の自動車を除く。）

軽油を燃料とする自動車（ハイブリッド自動車を除く。
ＫＥ ）であって車両総重量が1.7トン以下のもの又は専ら乗

用の用に供する乗車定員10人以下の自動車であって車両
重量が1265キログラム以下のもの

軽油を燃料とする自動車（ハイブリッド自動車に限る。
ＨＡ ）であって車両総重量が1.7トン以下のもの又は専ら乗

用の用に供する乗車定員10人以下の自動車であって車両
重量が1265以下のもの）

軽油を燃料とする自動車（ハイブリッド自動車を除く。
ＫＦ ）であって車両総重量が1.7トンを超え2.5トン以下のも

の（専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車以
平成９年規制に適合さ 外のものであって手動式変速装置を備えたものに限る｡)
せたもの

軽油を燃料とする自動車（ハイブリッド自動車に限る。
）であって車両総重量が1.7トンを超え2.5トン以下のも

ＨＢ の（専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車以
外のものであって手動式変速装置を備えたものに限る｡)

軽油を燃料とする自動車（ハイブリッド自動車を除く。
ＫＧ ）であって車両総重量が2.5トンを超え3.5トン以下のも

の（専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車を
除く。）



軽油を燃料とする自動車（ハイブリッド自動車に限る。
ＨＣ ）であって車両総重量が2.5トンを超え3.5トン以下のも

の（専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車を
除く。）

軽油を燃料とする専ら乗用の用に供する乗車定員10人以
ＫＨ 下の自動車（ハイブリッド自動車を除く。）であって車

両重量が1265キログラムを超えるもの

軽油を燃料とする専ら乗用の用に供する乗車定員10人以
ＨＤ 下の自動車（ハイブリッド自動車に限る。）であって車

両重量が1265キログラムを超えるもの

軽油を燃料とする自動車（ハイブリッド自動車を除く。
）であって車両総重量が1.7トンを超え2.5トン以下のも

ＫＪ の（専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車以
外のものであって手動式変速装置を備えたものを除く｡)

軽油を燃料とする自動車（ハイブリッド自動車に限る。
）であって車両総重量が1.7トンを超え2.5トン以下のも

ＨＥ の（専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車以
外のものであって手動式変速装置を備えたものを除く｡)

軽油を燃料とする自動車（ハイブリッド自動車を除く。
平成10年規制に適合さ ）であって車両総重量が3.5トンを超え12トン以下のも
せたもの ＫＫ の（専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車を

除く。）

軽油を燃料とする自動車（ハイブリッド自動車に限る。
）であって車両総重量が3.5トンを超え12トン以下のも

ＨＦ の（専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車を
除く。）

ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする自動車（ハイブ
ＧＣ リッド自動車を除く。）であって車両総重量1.7トンを

超え2.5トン以下のもの（専ら乗用の用に供する乗車定
員10人以下の自動車を除く。）

ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする自動車（ハイブ
ＨＧ リッド自動車に限る。）であって車両総重量1.7トンを

超え2.5トン以下のもの（専ら乗用の用に供する乗車定
員10人以下の自動車を除く。）

ＧＤ 軽自動車（ハイブリッド自動車を除く。）であって専ら
乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車以外のもの

ＨＨ 軽自動車（ハイブリッド自動車に限る。）であって専ら
乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車以外のもの

ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする自動車（ハイブ
ＧＥ リッド自動車を除く。）であって車両総重量が2.5トン

を超えるもの（専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下
の自動車を除く。）

ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする自動車（ハイブ
ＨＪ リッド自動車に限る。）であって車両総重量が2.5トン

を超えるもの（専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下
の自動車を除く。）

４サイクル軽二輪自動車（側車付二輪自動車を含む。以
ＢＡ 下同じ。）

４サイクル第一種原動機付自転車



２サイクル軽二輪自動車
ＢＢ

２サイクル第一種原動機付自転車

平成10年アイドリング 専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車（ハイ
規制に適合させたもの ＧＦ ブリッド自動車を除く。）であって昭和53年度規制に適

合させたもの

専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車（ハイ
ＨＫ ブリッド自動車に限る。）であって昭和53年度規制に適

合させたもの

ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする自動車（ハイブ
ＧＧ リッド自動車を除く。）であって車両総重量が1.7トン

以下のもの（軽自動車及び専ら乗用の用に供する乗車定
員10人以下の自動車を除く。）

ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする自動車（ハイブ
ＨＬ リッド自動車に限る。）であって車両総重量が1.7トン

以下のもの（軽自動車及び専ら乗用の用に供する乗車定
員10人以下の自動車を除く。）

軽油を燃料とする自動車（ハイブリッド自動車を除く。
ＫＬ ）であって車両総重量が12トンを超えるもの（専ら乗用

の用に供する乗車定員10人以下の自動車を除く。）

軽油を燃料とする自動車（ハイブリッド自動車に限る。
ＨＭ ）であって車両総重量が12トンを超えるもの（専ら乗用

の用に供する乗車定員10人以下の自動車を除く。）
平成11年規制に適合さ
せたもの ４サイクル小型二輪自動車

ＢＣ
４サイクル第二種原動機付自転車

２サイクル小型二輪自動車
ＢＤ

２サイクル第二種原動機付自転車

ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする自動車（ハイブ
ＧＨ リッド自動車を除く。）であって専ら乗用の用に供する

乗車定員10人以下の普通自動車及び小型自動車並びに専
ら乗用の用に供する軽自動車

ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする自動車（ハイブ
ＧＪ リッド自動車を除く。）であって車両総重量が1.7トン

以下の普通自動車及び小型自動車（専ら乗用の用に供す
る乗車定員10人以下の自動車を除く。）

平成12年規制に適合さ
せたもの ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする自動車（ハイブ

ＨＮ リッド自動車に限る。）であって専ら乗用の用に供する
乗車定員10人以下の普通自動車及び小型自動車並びに専
ら乗用の用に供する軽自動車

ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする自動車（ハイブ
ＨＰ リッド自動車に限る。）であって車両総重量が1.7トン

以下の普通自動車及び小型自動車（専ら乗用の用に供す
る乗車定員10人以下の自動車を除く。）

ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする自動車（ハイブ
ＧＫ リッド自動車を除く。）であって車両総重量が1.7トン

を超え3.5トン以下の普通自動車及び小型自動車（専ら
乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車を除く。）

ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする自動車（ハイブ
ＨＱ リッド自動車に限る。）であって車両総重量が1.7トン



を超え3.5トン以下の普通自動車及び小型自動車（専ら
平成13年規制に適合さ 乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車を除く。）
せたもの

ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする自動車（ハイブ
ＧＬ リッド自動車を除く。）であって車両総重量が3.5トン

を超える普通自動車及び小型自動車（専ら乗用の用に供
する乗車定員10人以下の自動車を除く。）

ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする自動車（ハイブ
ＨＲ リッド自動車に限る。）であって車両総重量が3.5トン

を超える普通自動車及び小型自動車（専ら乗用の用に供
する乗車定員10人以下の自動車を除く。）

ＧＭ 軽自動車（ハイブリッド自動車を除く。）であって専ら
乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車以外のもの

ＨＳ 軽自動車（ハイブリッド自動車に限る。）であって専ら
乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車以外のもの

軽油を燃料とする専ら乗用の用に供する乗車定員10人以
ＫＭ 下の普通自動車及び小型自動車（ハイブリッド自動車を

除く。）であって車両重量が1265キログラム以下のもの

軽油を燃料とする専ら乗用の用に供する乗車定員10人以
ＨＴ 下の普通自動車及び小型自動車（ハイブリッド自動車に

限る。）であって車両重量が1265キログラム以下のもの
平成14年規制に適合さ
せたもの 軽油を燃料とする専ら乗用の用に供する乗車定員10人以

ＫＮ 下の普通自動車及び小型自動車（ハイブリッド自動車を
除く。）であって車両重量が1265キログラムを超えるも
の

軽油を燃料とする専ら乗用の用に供する乗車定員10人以
ＨＵ 下の普通自動車及び小型自動車（ハイブリッド自動車に

限る。）であって車両重量が1265キログラムを超えるも
の

軽油を燃料とする自動車（ハイブリッド自動車を除く。
ＫＰ ）であって車両総重量が 1.7トン以下のもの（専ら乗用

の用に供する乗車定員10人以下の自動車を除く。）

軽油を燃料とする自動車（ハイブリッド自動車に限る。
ＨＷ ）であって車両総重量が 1.7トン以下のもの（専ら乗用

の用に供する乗車定員10人以下の自動車を除く。）

軽油を燃料とする自動車（ハイブリッド自動車を除く。
ＤＡ ）であって車両総重量が 1.7トン以下のもの又は専ら乗

用の用に供する乗車定員10人以下の自動車であって車両
重量が1265キログラム以下のもの

軽油を燃料とする自動車（ハイブリッド自動車に限る。
ＷＡ ）であって車両総重量が 1.7トン以下のもの又は専ら乗

用の用に供する乗車定員10人以下の自動車であって車両
重量が1265キログラム以下のもの

軽油を燃料とする自動車（ハイブリッド自動車を除く。
）であって車両総重量が 1.7トンを超え 2.5トン以下の

ＤＤ もの（専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車
以外のものであって手動式変速装置を備えたものに限る

平成９年規制に適合し 。）
、かつ、平成12年基準
排出ガス25％低減レベ 軽油を燃料とする自動車（ハイブリッド自動車に限る。
ルに適合させたもの ）であって車両総重量が 1.7トンを超え 2.5トン以下の

ＷＤ もの（専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車
以外のものであって手動式変速装置を備えたものに限る



。）

軽油を燃料とする自動車（ハイブリッド自動車を除く。
ＤＧ ）であって車両総重量が 2.5トンを超え 3.5トン以下の

もの（専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車
を除く。）

軽油を燃料とする自動車（ハイブリッド自動車に限る。
ＷＧ ）であって車両総重量が 2.5トンを超え 3.5トン以下の

もの（専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車
を除く。）

軽油を燃料とする自動車（ハイブリッド自動車を除く。
ＤＢ ）であって車両総重量が 1.7トン以下のもの又は専ら乗

用の用に供する乗車定員10人以下の自動車であって車両
重量が1265キログラム以下のもの

軽油を燃料とする自動車（ハイブリッド自動車に限る。
ＷＢ ）であって車両総重量が 1.7トン以下のもの又は専ら乗

用の用に供する乗車定員10人以下の自動車であって車両
重量が1265キログラム以下のもの

軽油を燃料とする自動車（ハイブリッド自動車を除く。
平成９年規制に適合し ）であって車両総重量が1.7トンを超え2.5トン以下のも
、かつ、平成12年基準 ＤＥ の（専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車以
排出ガス50％低減レベ 外のものであって手動式変速装置を備えたものに限る｡)
ルに適合させたもの

軽油を燃料とする自動車（ハイブリッド自動車に限る。
）であって車両総重量が1.7トンを超え2.5トン以下のも

ＷＥ の（専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車以
外のものであって手動式変速装置を備えたものに限る｡)

軽油を燃料とする自動車（ハイブリッド自動車を除く。
ＤＨ ）であって車両総重量が 2.5トンを超え 3.5トン以下の

もの（専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車
を除く。）

軽油を燃料とする自動車（ハイブリッド自動車に限る。
ＷＨ ）であって車両総重量が 2.5トンを超え 3.5トン以下の

もの（専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車
を除く。）

軽油を燃料とする自動車（ハイブリッド自動車を除く。
ＤＣ ）であって車両総重量が 1.7トン以下のもの又は専ら乗

用の用に供する乗車定員10人以下の自動車であって車両
重量が1265キログラム以下のもの

軽油を燃料とする自動車（ハイブリッド自動車に限る。
ＷＣ ）であって車両総重量が 1.7トン以下のもの又は専ら乗

用の用に供する乗車定員10人以下の自動車であって車両
重量が1265キログラム以下のもの

軽油を燃料とする自動車（ハイブリッド自動車を除く。
）であって車両総重量が1.7トンを超え2.5トン以下のも

平成９年規制に適合し ＤＦ の（専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車以
、かつ、平成12年基準 外のものであって手動式変速装置を備えたものに限る｡)
排出ガス75％低減レベ
ルに適合させたもの 軽油を燃料とする自動車（ハイブリッド自動車に限る。

）であって車両総重量が1.7トンを超え2.5トン以下のも
ＷＦ の（専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車以

外のものであって手動式変速装置を備えたものに限る｡)

軽油を燃料とする自動車（ハイブリッド自動車を除く。
ＤＪ ）であって車両総重量が 2.5トンを超え 3.5トン以下の

もの（専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車



を除く。）

軽油を燃料とする自動車（ハイブリッド自動車に限る。
ＷＪ ）であって車両総重量が 2.5トンを超え 3.5トン以下の

もの（専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車
を除く。）

軽油を燃料とする専ら乗用の用に供する乗車定員10人以
ＤＫ 下の自動車（ハイブリッド自動車を除く。）であって車

両重量が1265キログラムを超えるもの

軽油を燃料とする専ら乗用の用に供する乗車定員10人以
ＷＫ 下の自動車（ハイブリッド自動車に限る。）であって車

両重量が1265キログラムを超えるもの

軽油を燃料とする自動車（ハイブリッド自動車を除く。
）であって車両総重量が1.7トンを超え2.5トン以下のも

ＤＮ の（専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車以
平成10年規制に適合し 外のものであって手動式変速装置を備えたものを除く｡)
、かつ、平成12年基準
排出ガス25％低減レベ 軽油を燃料とする自動車（ハイブリッド自動車に限る。
ルに適合させたもの ）であって車両総重量が1.7トンを超え2.5トン以下のも

ＷＮ の（専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車以
外のものであって手動式変速装置を備えたものを除く｡)

軽油を燃料とする自動車（ハイブリッド自動車を除く。
ＤＲ ）であって車両総重量が 3.5トンを超え12トン以下のも

の（専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車を
除く。）

軽油を燃料とする自動車（ハイブリッド自動車に限る。
ＷＲ ）であって車両総重量が 3.5トンを超え12トン以下のも

の（専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車を
除く。）

軽油を燃料とする専ら乗用の用に供する乗車定員10人以
ＤＬ 下の自動車（ハイブリッド自動車を除く。）であって車

両重量が1265キログラムを超えるもの

軽油を燃料とする専ら乗用の用に供する乗車定員10人以
ＷＬ 下の自動車（ハイブリッド自動車に限る。）であって車

両重量が1265キログラムを超えるもの
平成10年規制に適合し
、かつ、平成12年基準 軽油を燃料とする自動車（ハイブリッド自動車を除く。
排出ガス50％低減レベ ）であって車両総重量が1.7トンを超え2.5トン以下のも
ルに適合させたもの ＤＰ の（専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車以

外のものであって手動式変速装置を備えたものを除く｡)

軽油を燃料とする自動車（ハイブリッド自動車に限る。
）であって車両総重量が1.7トンを超え2.5トン以下のも

ＷＰ の（専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車以
外のものであって手動式変速装置を備えたものを除く｡)

軽油を燃料とする自動車（ハイブリッド自動車を除く。
ＤＳ ）であって車両総重量が 3.5トンを超え12トン以下のも

の（専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車を
除く。）

軽油を燃料とする自動車（ハイブリッド自動車に限る。
ＷＳ ）であって車両総重量が 3.5トンを超え12トン以下のも

の（専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車を
除く。）

軽油を燃料とする専ら乗用の用に供する乗車定員10人以
ＤＭ 下の自動車（ハイブリッド自動車を除く。）であって車



両重量が1265キログラムを超えるもの

軽油を燃料とする専ら乗用の用に供する乗車定員10人以
ＷＭ 下の自動車（ハイブリッド自動車に限る。）であって車

両重量が1265キログラムを超えるもの

軽油を燃料とする自動車（ハイブリッド自動車を除く。
）であって車両総重量が1.7トンを超え2.5トン以下のも

ＤＱ の（専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車以
外のものであって手動式変速装置を備えたものを除く｡)

平成10年規制に適合し
、かつ、平成12年基準 軽油を燃料とする自動車（ハイブリッド自動車に限る。
排出ガス75％低減レベ ）であって車両総重量が1.7トンを超え2.5トン以下のも
ルに適合させたもの ＷＱ の（専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車以

外のものであって手動式変速装置を備えたものを除く｡)

軽油を燃料とする自動車（ハイブリッド自動車を除く。
ＤＴ ）であって車両総重量が 3.5トンを超え12トン以下のも

の（専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車を
除く。）

軽油を燃料とする自動車（ハイブリッド自動車に限る。
ＷＴ ）であって車両総重量が 3.5トンを超え12トン以下のも

の（専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車を
除く。）

ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする自動車（ハイブ
ＴＡ リッド自動車を除く。）であって専ら乗用の用に供する

乗車定員10人以下の普通自動車及び小型自動車並びに専
ら乗用の用に供する軽自動車

ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする自動車（ハイブ
ＴＢ リッド自動車を除く。）であって車両総重量が1.7トン

平成12年規制に適合し 以下の普通自動車及び小型自動車（専ら乗用の用に供す
、かつ、平成12年基準 る乗車定員10人以下の自動車を除く｡)
排出ガス25％低減レベ
ルに適合させたもの ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする自動車（ハイブ

ＸＡ リッド自動車に限る。）であって専ら乗用の用に供する
乗車定員10人以下の普通自動車及び小型自動車並びに専
ら乗用の用に供する軽自動車

ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする自動車（ハイブ
ＸＢ リッド自動車に限る。）であって車両総重量が1.7トン

以下の普通自動車及び小型自動車（専ら乗用の用に供す
る乗車定員10人以下の自動車を除く｡)

ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする自動車（ハイブ
ＬＡ リッド自動車を除く。）であって専ら乗用の用に供する

乗車定員10人以下の普通自動車及び小型自動車並びに専
ら乗用の用に供する軽自動車

ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする自動車（ハイブ
ＬＢ リッド自動車を除く。）であって車両総重量が1.7トン

平成12年規制に適合し 以下の普通自動車及び小型自動車（専ら乗用の用に供す
、かつ、平成12年基準 る乗車定員10人以下の自動車を除く｡)
排出ガス50％低減レベ
ルに適合させたもの ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする自動車（ハイブ

ＹＡ リッド自動車に限る。）であって専ら乗用の用に供する
乗車定員10人以下の普通自動車及び小型自動車並びに専
ら乗用の用に供する軽自動車

ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする自動車（ハイブ
ＹＢ リッド自動車に限る。）であって車両総重量が1.7トン

以下の普通自動車及び小型自動車（専ら乗用の用に供す
る乗車定員10人以下の自動車を除く｡)



ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする自動車（ハイブ
ＵＡ リッド自動車を除く。）であって専ら乗用の用に供する

乗車定員10人以下の普通自動車及び小型自動車並びに専
ら乗用の用に供する軽自動車

ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする自動車（ハイブ
ＵＢ リッド自動車を除く。）であって車両総重量が1.7トン

以下の普通自動車及び小型自動車（専ら乗用の用に供す
る乗車定員10人以下の自動車を除く｡)

平成12年規制に適合し
、かつ、平成12年基準 ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする自動車（ハイブ
排出ガス75％低減レベ ＺＡ リッド自動車に限る。）であって専ら乗用の用に供する
ルに適合させたもの 乗車定員10人以下の普通自動車及び小型自動車並びに専

ら乗用の用に供する軽自動車

ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする自動車（ハイブ
ＺＢ リッド自動車に限る。）であって車両総重量が1.7トン

以下の普通自動車及び小型自動車（専ら乗用の用に供す
る乗車定員10人以下の自動車を除く｡)

ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする自動車（ハイブ
ＴＣ リッド自動車を除く。）であって車両総重量が1.7トン

を超え3.5トン以下の普通自動車及び小型自動車（専ら
平成13年規制に適合 乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車を除く。）
し、かつ、平成12年基
準排出ガス25％低減レ ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする自動車（ハイブ
ベルに適合させたもの ＸＣ リッド自動車に限る。）であって車両総重量が1.7トン

を超え3.5トン以下の普通自動車及び小型自動車（専ら
乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車を除く。）

ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする自動車（ハイブ
ＴＤ リッド自動車を除く。）であって車両総重量が3.5トン

を超える普通自動車及び小型自動車（専ら乗用の用に供
する乗車定員10人以下の自動車を除く。）

ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする自動車（ハイブ
ＸＤ リッド自動車に限る。）であって車両総重量が3.5トン

を超える普通自動車及び小型自動車（専ら乗用の用に供
する乗車定員10人以下の自動車を除く。）

ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする自動車（ハイブ
ＬＣ リッド自動車を除く。）であって車両総重量が1.7トン

を超え3.5トン以下の普通自動車及び小型自動車（専ら
平成13年規制に適合し 乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車を除く。）
、かつ、平成12年基準
排出ガス50％低減レベ ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする自動車（ハイブ
ルに適合させたもの ＹＣ リッド自動車に限る。）であって車両総重量が1.7トン

を超え3.5トン以下の普通自動車及び小型自動車（専ら
乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車を除く。）

ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする自動車（ハイブ
ＬＤ リッド自動車を除く。）であって車両総重量が3.5トン

を超える普通自動車及び小型自動車（専ら乗用の用に供
する乗車定員10人以下の自動車を除く。）

ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする自動車（ハイブ
ＹＤ リッド自動車に限る。）であって車両総重量が3.5トン

を超える普通自動車及び小型自動車（専ら乗用の用に供
する乗車定員10人以下の自動車を除く。）

ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする自動車（ハイブ
ＵＣ リッド自動車を除く。）であって車両総重量が1.7トン

を超え3.5トン以下の普通自動車及び小型自動車（専ら
乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車を除く。）



ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする自動車（ハイブ
ＺＣ リッド自動車に限る。）であって車両総重量が1.7トン

平成13年規制に適合し を超え3.5トン以下の普通自動車及び小型自動車（専ら
、かつ、平成12年基準 乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車を除く。）
排出ガス75％低減レベ
ルに適合させたもの ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする自動車（ハイブ

ＵＤ リッド自動車を除く。）であって車両総重量が3.5トン
を超える普通自動車及 び小型自動車（専ら乗用の用に
供する乗車定員10人以下の自動車を除く。）

ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする自動車（ハイブ
ＺＤ リッド自動車に限る。）であって車両総重量が3.5トン

を超える普通自動車及 び小型自動車（専ら乗用の用に
供する乗車定員10人以下の自動車を除く。）

ＴＥ 軽自動車（ハイブリッド自動車を除く。）であって専ら
乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車以外のもの

ＸＥ 軽自動車（ハイブリッド自動車に限る。）であって専ら
乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車以外のもの

軽油を燃料とする専ら乗用の用に供する乗車定員10人以
ＴＦ 下の普通自動車及び小型自動車（ハイブリッド自動車を

除く。）であって車両重量が1265キログラム以下のもの

軽油を燃料とする専ら乗用の用に供する乗車定員10人以
ＸＦ 下の普通自動車及び小型自動車（ハイブリッド自動車に

平成14年規制に適合し 限る。）であって車両重量が1265キログラム以下のもの
、かつ、平成12年基準
排出ガス25％低減レベ 軽油を燃料とする専ら乗用の用に供する乗車定員10人以
ルに適合させたもの ＴＧ 下の普通自動車及び小型自動車（ハイブリッド自動車を

除く。）であって車両重量が1265キログラムを超えるも
の

軽油を燃料とする専ら乗用の用に供する乗車定員10人以
ＸＧ 下の普通自動車及び小型自動車（ハイブリッド自動車に

限る。）であって車両重量が1265キログラムを超えるも
の

軽油を燃料とする自動車（ハイブリッド自動車を除く。
ＴＨ ）であって車両総重量が 1.7トン以下のもの（専ら乗用

の用に供する乗車定員10人以下の自動車を除く。）

軽油を燃料とする自動車（ハイブリッド自動車に限る。
ＸＨ ）であって車両総重量が 1.7トン以下のもの（専ら乗用

の用に供する乗車定員10人以下の自動車を除く。）

ＬＥ 軽自動車（ハイブリッド自動車を除く。）であって専ら
乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車以外のもの

軽自動車（ハイブリッド自動車に限る。）であって専ら
ＹＥ 乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車以外のもの

軽油を燃料とする専ら乗用の用に供する乗車定員10人以
ＬＦ 下の普通自動車及び小型自動車（ハイブリッド自動車を

除く。）であって車両重量が1265キログラム以下のもの

軽油を燃料とする専ら乗用の用に供する乗車定員10人以
ＹＦ 下の普通自動車及び小型自動車（ハイブリッド自動車に

限る。）であって車両重量が1265キログラム以下のもの
平成14年規制に適合し
、かつ、平成12年基準 軽油を燃料とする専ら乗用の用に供する乗車定員10人以
排出ガス50％低減レベ ＬＧ 下の普通自動車及び小型自動車（ハイブリッド自動車を
ルに適合させたもの 除く。）であって車両重量が1265キログラムを超えるも



の

軽油を燃料とする専ら乗用の用に供する乗車定員10人以
ＹＧ 下の普通自動車及び小型自動車（ハイブリッド自動車に

限る。）であって車両重量が1265キログラムを超えるも
の

軽油を燃料とする自動車（ハイブリッド自動車を除く。
ＬＨ ）であって車両総重量が 1.7トン以下のもの（専ら乗用

の用に供する乗車定員10人以下の自動車を除く。）

軽油を燃料とする自動車（ハイブリッド自動車に限る。
ＹＨ ）であって車両総重量が 1.7トン以下のもの（専ら乗用

の用に供する乗車定員10人以下の自動車を除く。）

ＵＥ 軽自動車（ハイブリッド自動車を除く。）であって専ら
乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車以外のもの

ＺＥ 軽自動車（ハイブリッド自動車に限る。）であって専ら
乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車以外のもの

軽油を燃料とする専ら乗用の用に供する乗車定員10人以
ＵＦ 下の普通自動車及び小型自動車（ハイブリッド自動車を

除く。）であって車両重量が1265キログラム以下のもの

軽油を燃料とする専ら乗用の用に供する乗車定員10人以
ＺＦ 下の普通自動車及び小型自動車（ハイブリッド自動車に

限る。）であって車両重量が1265キログラム以下のもの
平成14年規制に適合し
、かつ、平成12年基準 軽油を燃料とする専ら乗用の用に供する乗車定員10人以
排出ガス75％低減レベ ＵＧ 下の普通自動車及び小型自動車（ハイブリッド自動車を
ルに適合させたもの 除く。）であって車両重量が1265キログラムを超えるも

の

軽油を燃料とする専ら乗用の用に供する乗車定員10人以
ＺＧ 下の普通自動車及び小型自動車（ハイブリッド自動車に

限る。）であって車両重量が1265キログラムを超えるも
の

軽油を燃料とする自動車（ハイブリッド自動車を除く。
ＵＨ ）であって車両総重量が 1.7トン以下のもの（専ら乗用

の用に供する乗車定員10人以下の自動車を除く。）

軽油を燃料とする自動車（ハイブリッド自動車に限る。
ＺＨ ）であって車両総重量が 1.7トン以下のもの（専ら乗用

の用に供する乗車定員10人以下の自動車を除く。）

圧縮天然ガス又はメタノールを燃料とする自動車であっ
ＴＮ て専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の普通自動車

及び小型自動車並びに専ら乗用の用に供する軽自動車

圧縮天然ガス又はメタノールを燃料とする自動車であっ
ＴＰ て車両総重量が1.7トン以下の普通自動車及び小型自動

車（専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車を
除く。）

圧縮天然ガス又はメタノールを燃料とする自動車であっ
平成12年基準排出ガス ＴＱ て車両総重量が1.7トンを超え3.5トン以下の普通自動車
25％低減レベルに適合 及び小型自動車（専ら乗用の用に供する乗車定員10人以
させたもの 下の自動車を除く。）

圧縮天然ガス又はメタノールを燃料とする自
ＴＲ 動車であって車両総重量が 3.5トンを超える

普通自動車及び小型自動車（専ら乗用の用に供する乗車
定員10人以下の自動車を除く。）



圧縮天然ガス又はメタノールを燃料とする軽自動車であ
ＴＳ って専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車以

外のもの

圧縮天然ガス又はメタノールを燃料とする自動車であっ
ＬＮ て専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の普通自動車

及び小型自動車並びに専ら乗用の用に供する軽自動車

圧縮天然ガス又はメタノールを燃料とする自動車であっ
ＬＰ て車両総重量が1.7トン以下の普通自動車及び小型自動

車（専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車を
除く。）

圧縮天然ガス又はメタノールを燃料とする自動車であっ
平成12年基準排出ガス ＬＱ て車両総重量が1.7トンを超え3.5トン以下の普通自動車
50％低減レベルに適合 及び小型自動車（専ら乗用の用に供する乗車定員10人以
させたもの 下の自動車を除く。）

圧縮天然ガス又はメタノールを燃料とする自動車であっ
ＬＲ て車両総重量が 3.5トンを超える普通自動車及び小型自

動車（専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車
を除く。）

圧縮天然ガス又はメタノールを燃料とする軽自動車であ
ＬＳ って専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車以

外のもの

圧縮天然ガス又はメタノールを燃料とする自動車であっ
ＵＮ て専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の普通自動車

及び小型自動車並びに専ら乗用の用に供する軽自動車

圧縮天然ガス又はメタノールを燃料とする自動車であっ
ＵＰ て車両総重量が1.7トン以下の普通自動車及び小型自動

車（専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車を
除く。）

圧縮天然ガス又はメタノールを燃料とする自動車であっ
平成12年基準排出ガス ＵＱ て車両総重量が1.7トンを超え3.5トン以下の普通自動車
75％低減レベルに適合 及び小型自動車（専ら乗用の用に供する乗車定員10人以
させたもの 下の自動車を除く。）

圧縮天然ガス又はメタノールを燃料とする自動車であっ
ＵＲ て車両総重量が 3.5トンを超える普通自動車及び小型自

動車（専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車
を除く。）

圧縮天然ガス又はメタノールを燃料とする軽自動車であ
ＵＳ って専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車以

外のもの

ＥＡ 専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の普通自動車及
び小型自動車並びに専ら乗用の用に供する軽自動車

車両総重量が1.7トン以下の普通自動車及び小型自動車
ＥＢ （専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車を除

く。）

車両総重量が1.7トンを超え3.5トン以下の普通自動車及
電気自動車 ＥＣ び小型自動車（専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下

の自動車を除く。）

車両総重量が3.5トンを超える普通自動車及び小型自動
ＥＤ 車（専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車を

除く。）



ＥＥ 軽自動車であって専ら乗用の用に供する乗車定員10人以
下の自動車以外のもの

軽油を燃料とする自動車（ハイブリッド自動車を除く。
ＤＵ ）であって車両総重量が12トンを超えるもの（専ら乗用

平成11年規制に適合し の用に供する乗車定員10人以下の自動車を除く。）
、かつ、平成12年基準
排出ガス25％低減レベ 軽油を燃料とする自動車（ハイブリッド自動車に限る。
ルに適合させたもの ＷＵ ）であって車両総重量が12トンを超えるもの（専ら乗用

の用に供する乗車定員10人以下の自動車を除く。）

軽油を燃料とする自動車（ハイブリッド自動車を除く。
ＤＶ ）であって車両総重量が12トンを超えるもの（専ら乗用

平成11年規制に適合し の用に供する乗車定員10人以下の自動車を除く。）
、かつ、平成12年基準
排出ガス50％低減レベ 軽油を燃料とする自動車（ハイブリッド自動車に限る。
ルに適合させたもの ＷＶ ）であって車両総重量が12トンを超えるもの（専ら乗用

の用に供する乗車定員10人以下の自動車を除く。）

軽油を燃料とする自動車（ハイブリッド自動車を除く。
ＤＷ ）であって車両総重量が12トンを超えるもの（専ら乗用

平成11年規制に適合し の用に供する乗車定員10人以下の自動車を除く。）
、かつ、平成12年基準
排出ガス75％低減レベ 軽油を燃料とする自動車（ハイブリッド自動車に限る。
ルに適合させたもの ＷＷ ）であって車両総重量が12トンを超えるもの（専ら乗用

の用に供する乗車定員10人以下の自動車を除く。）

軽油を燃料とする自動車（ハイブリッド自動車を除く。
ＫＱ ）であって車両総重量が 1.7トンを超え 2.5トン以下の

もの（専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車
を除く。）

軽油を燃料とする自動車（ハイブリッド自動車に限る。
ＨＸ ）であって車両総重量が 1.7トンを超え 2.5トン以下の

もの（専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車
を除く。）

軽油を燃料とする自動車（ハイブリッド自動車を除く。
ＫＲ ）であって車両総重量が 2.5トンを超え12トン以下のも

の（専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車を
除く。）

平成15年規制に適合さ
せたもの 軽油を燃料とする自動車（ハイブリッド自動車に限る。

ＨＹ ）であって車両総重量が 2.5トンを超え12トン以下のも
の（専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車を
除く。）

ＳＡ 定格出力が19キロワット以上37キロワット未満である原
動機を備えた大型特殊自動車及び小型特殊自動車

ＳＢ 定格出力が37キロワット以上75キロワット未満である原
動機を備えた大型特殊自動車及び小型特殊自動車

ＳＣ 定格出力が75キロワット以上130キロワット未満である
原動機を備えた大型特殊自動車及び小型特殊自動車

ＳＤ 定格出力が130キロワット以上560キロワット未満である
原動機を備えた大型特殊自動車及び小型特殊自動車

軽油を燃料とする自動車（ハイブリッド自動車を除く
ＫＳ 。）であって車両総重量が12トンを超えるもの（専ら乗

用の用に供する乗車定員10人以下の自動車を除く。）
平成16年規制に適合さ
せたもの 軽油を燃料とする自動車（ハイブリッド自動車に限る。



ＨＺ ）であって車両総重量が12トンを超えるもの（専ら乗用
の用に供する乗車定員10人以下の自動車を除く。）

軽油を燃料とする自動車（ハイブリッド自動車を除く。
ＴＪ ）であって車両総重量が 1.7トンを超え 2.5トン以下の

もの（専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車
を除く。）

軽油を燃料とする自動車（ハイブリッド自動車に限る。
ＸＪ ）であって車両総重量が 1.7トンを超え 2.5トン以下の

もの（専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車
を除く。）

軽油を燃料とする自動車（ハイブリッド自動車を除く。
ＴＫ ）であって車両総重量が 2.5トンを超え3.5トン以下の

平成15年規制に適合し もの（専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車
、かつ、平成12年基準 を除く。）
排出ガス25％低減レベ
ルに適合させたもの 軽油を燃料とする自動車（ハイブリッド自動車に限る。

ＸＫ ）であって車両総重量が 2.5トンを超え3.5トン以下の
もの（専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車
を除く。）

軽油を燃料とする自動車（ハイブリッド自動車を除く。
ＴＬ ）であって車両総重量が 3.5トンを超え12トン以下のも

の（専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車を
除く。）

軽油を燃料とする自動車（ハイブリッド自動車に限る。
ＸＬ ）であって車両総重量が 3.5トンを超え12トン以下のも

の（専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車を
除く。）

軽油を燃料とする自動車（ハイブリッド自動車を除く。
ＬＪ ）であって車両総重量が 1.7トンを超え 2.5トン以下の

もの（専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車
を除く。）

軽油を燃料とする自動車（ハイブリッド自動車に限る。
ＹＪ ）であって車両総重量が 1.7トンを超え 2.5トン以下の

もの（専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車
を除く。）

軽油を燃料とする自動車（ハイブリッド自動車を除く。
ＬＫ ）であって車両総重量が 2.5トンを超え3.5トン以下の

平成15年規制に適合し もの（専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車
、かつ、平成12年基準 を除く。）
排出ガス50％低減レベ
ルに適合させたもの 軽油を燃料とする自動車（ハイブリッド自動車に限る。

ＹＫ ）であって車両総重量が 2.5トンを超え3.5トン以下の
もの（専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車
を除く。）

軽油を燃料とする自動車（ハイブリッド自動車を除く。
ＬＬ ）であって車両総重量が 3.5トンを超え12トン以下のも

の（専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車を
除く。）

軽油を燃料とする自動車（ハイブリッド自動車に限る。
ＹＬ ）であって車両総重量が 3.5トンを超え12トン以下のも

の（専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車を
除く。）

軽油を燃料とする自動車（ハイブリッド自動車を除く。
ＵＪ ）であって車両総重量が 1.7トンを超え 2.5トン以下の



もの（専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車
を除く。）

軽油を燃料とする自動車（ハイブリッド自動車に限る。
ＺＪ ）であって車両総重量が 1.7トンを超え 2.5トン以下の

もの（専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車
を除く。）

軽油を燃料とする自動車（ハイブリッド自動車を除く。
ＵＫ ）であって車両総重量が 2.5トンを超え3.5トン以下の

平成15年規制に適合し もの（専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車
、かつ、平成12年基準 を除く。）
排出ガス75％低減レベ
ルに適合させたもの 軽油を燃料とする自動車（ハイブリッド自動車に限る。

ＺＫ ）であって車両総重量が 2.5トンを超え3.5トン以下の
もの（専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車
を除く。）

軽油を燃料とする自動車（ハイブリッド自動車を除く。
ＵＬ ）であって車両総重量が 3.5トンを超え12トン以下のも

の（専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車を
除く。）

軽油を燃料とする自動車（ハイブリッド自動車に限る。
ＺＬ ）であって車両総重量が 3.5トンを超え12トン以下のも

の（専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車を
除く。）

平成15年規制に適合し 軽油を燃料とする自動車（ハイブリッド自動車を除く。
、かつ、平成12年基準 ＰＡ ）であって車両総重量が 3.5トンを超え12トン以下のも
粒子状物質75％低減レ の（専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車を
ベルに適合させたもの 除く。）

軽油を燃料とする自動車（ハイブリッド自動車に限る。
ＶＡ ）であって車両総重量が 3.5トンを超え12トン以下のも

の（専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車を
除く。）

平成15年規制に適合し 軽油を燃料とする自動車（ハイブリッド自動車を除く。
、かつ、平成12年基準 ＰＢ ）であって車両総重量が 3.5トンを超え12トン以下のも
粒子状物質85％低減レ の（専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車を
ベルに適合させたもの 除く。）

軽油を燃料とする自動車（ハイブリッド自動車に限る。
ＶＢ ）であって車両総重量が 3.5トンを超え12トン以下のも

の（専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車を
除く。）

平成15年規制に適合し 軽油を燃料とする自動車（ハイブリッド自動車を除く。
、かつ、平成12年基準 ＰＣ ）であって車両総重量が 3.5トンを超え12トン以下のも
排出ガス25％低減レベ の（専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車を
ル及び平成12年基準粒 除く。）
子状物質75％低減レベ
ルに適合させたもの 軽油を燃料とする自動車（ハイブリッド自動車に限る。

ＶＣ ）であって車両総重量が 3.5トンを超え12トン以下のも
の（専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車を
除く。）

平成15年規制に適合し 軽油を燃料とする自動車（ハイブリッド自動車を除く。
、かつ、平成12年基準 ＰＤ ）であって車両総重量が 3.5トンを超え12トン以下のも
排出ガス25％低減レベ の（専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車を
ル及び平成12年基準粒 除く。）
子状物質85％低減レベ
ルに適合させたもの 軽油を燃料とする自動車（ハイブリッド自動車に限る。

ＶＤ ）であって車両総重量が 3.5トンを超え12トン以下のも



の（専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車を
除く。）

平成15年規制に適合し 軽油を燃料とする自動車（ハイブリッド自動車を除く。
、かつ、平成12年基準 ＰＥ ）であって車両総重量が 3.5トンを超え12トン以下のも
排出ガス50％低減レベ の（専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車を
ル及び平成12年基準粒 除く。）
子状物質75％低減レベ
ルに適合させたもの 軽油を燃料とする自動車（ハイブリッド自動車に限る。

ＶＥ ）であって車両総重量が 3.5トンを超え12トン以下のも
の（専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車を
除く。）

平成15年規制に適合し 軽油を燃料とする自動車（ハイブリッド自動車を除く。
、かつ、平成12年基準 ＰＦ ）であって車両総重量が 3.5トンを超え12トン以下のも
排出ガス50％低減レベ の（専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車を
ル及び平成12年基準粒 除く。）
子状物質85％低減レベ
ルに適合させたもの 軽油を燃料とする自動車（ハイブリッド自動車に限る。

ＶＦ ）であって車両総重量が 3.5トンを超え12トン以下のも
の（専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車を
除く。）

平成15年規制に適合し 軽油を燃料とする自動車（ハイブリッド自動車を除く。
、かつ、平成12年基準 ＰＧ ）であって車両総重量が 3.5トンを超え12トン以下のも
排出ガス75％低減レベ の（専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車を
ル及び平成12年基準粒 除く。）
子状物質75％低減レベ
ルに適合させたもの 軽油を燃料とする自動車（ハイブリッド自動車に限る。

ＶＧ ）であって車両総重量が 3.5トンを超え12トン以下のも
の（専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車を
除く。）

平成15年規制に適合し 軽油を燃料とする自動車（ハイブリッド自動車を除く。
、かつ、平成12年基準 ＰＨ ）であって車両総重量が 3.5トンを超え12トン以下のも
排出ガス75％低減レベ の（専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車を
ル及び平成12年基準粒 除く。）
子状物質85％低減レベ
ルに適合させたもの 軽油を燃料とする自動車（ハイブリッド自動車に限る。

ＶＨ ）であって車両総重量が 3.5トンを超え12トン以下のも
の（専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車を
除く。）

軽油を燃料とする自動車（ハイブリッド自動車を除く。
平成16年規制に適合し ＴＭ ）であって車両総重量が12トンを超えるもの（専ら乗用
、かつ、平成12年基準 の用に供する乗車定員10人以下の自動車を除く。）
排出ガス25％低減レベ
ルに適合させたも 軽油を燃料とする自動車（ハイブリッド自動車に限る。
の ＸＭ ）であって車両総重量が12トンを超えるもの（専ら乗用

の用に供する乗車定員10人以下の自動車を除く。）

軽油を燃料とする自動車（ハイブリッド自動車を除く。
平成16年規制に適合し ＬＭ ）であって車両総重量が12トンを超えるもの（専ら乗用
、かつ、平成12年基準 の用に供する乗車定員10人以下の自動車を除く。）
排出ガス50％低減レベ
ルに適合させたも 軽油を燃料とする自動車（ハイブリッド自動車に限る。
の ＹＭ ）であって車両総重量が12トンを超えるもの（専ら乗用

の用に供する乗車定員10人以下の自動車を除く。）

軽油を燃料とする自動車（ハイブリッド自動車を除く。
平成16年規制に適合し ＵＭ ）であって車両総重量が12トンを超えるもの（専ら乗用
、かつ、平成12年基準 の用に供する乗車定員10人以下の自動車を除く。）
排出ガス75％低減レベ
ルに適合させたも 軽油を燃料とする自動車（ハイブリッド自動車に限る。
の ＺＭ ）であって車両総重量が12トンを超えるもの（専ら乗用



の用に供する乗車定員10人以下の自動車を除く。）

平成16年規制に適合し 軽油を燃料とする自動車（ハイブリッド自動車を除く。
、かつ、平成12年基準 ＰＪ ）であって車両総重量が 12トンを超えるもの（専ら乗
粒子状物質75％低減レ 用の用に供する乗車定員10人以下の自動車を除く。）
ベルに適合させたもの

軽油を燃料とする自動車（ハイブリッド自動車に限る。
ＶＪ ）であって車両総重量が 12トンを超えるもの（専ら乗

用の用に供する乗車定員10人以下の自動車を除く。）

平成16年規制に適合し 軽油を燃料とする自動車（ハイブリッド自動車を除く。
、かつ、平成12年基準 ＰＫ ）であって車両総重量が 12トンを超えるもの（専ら乗
粒子状物質85％低減レ 用の用に供する乗車定員10人以下の自動車を除く。）
ベルに適合させたもの

軽油を燃料とする自動車（ハイブリッド自動車に限る。
ＶＫ ）であって車両総重量が 12トンを超えるもの（専ら乗

用の用に供する乗車定員10人以下の自動車を除く。）

平成16年規制に適合し 軽油を燃料とする自動車（ハイブリッド自動車を除く。
、かつ、平成12年基準 ＰＬ ）であって車両総重量が 12トンを超えるもの（専ら乗
排出ガス25％低減レベ 用の用に供する乗車定員10人以下の自動車を除く。）
ル及び平成12年基準粒
子状物質75％低減レベ 軽油を燃料とする自動車（ハイブリッド自動車に限る。
ルに適合させたもの ＶＬ ）であって車両総重量が 12トンを超えるもの（専ら乗

用の用に供する乗車定員10人以下の自動車を除く。）

平成16年規制に適合し 軽油を燃料とする自動車（ハイブリッド自動車を除く。
、かつ、平成12年基準 ＰＭ ）であって車両総重量が 12トンを超えるもの（専ら乗
排出ガス25％低減レベ 用の用に供する乗車定員10人以下の自動車を除く。）
ル及び平成12年基準粒
子状物質85％低減レベ 軽油を燃料とする自動車（ハイブリッド自動車に限る。
ルに適合させたもの ＶＭ ）であって車両総重量が 12トンを超えるもの（専ら乗

用の用に供する乗車定員10人以下の自動車を除く。）

平成16年規制に適合し 軽油を燃料とする自動車（ハイブリッド自動車を除く。
、かつ、平成12年基準 ＰＮ ）であって車両総重量が 12トンを超えるもの（専ら乗
排出ガス50％低減レベ 用の用に供する乗車定員10人以下の自動車を除く。）
ル及び平成12年基準粒
子状物質75％低減レベ 軽油を燃料とする自動車（ハイブリッド自動車に限る。
ルに適合させたもの ＶＮ ）であって車両総重量が 12トンを超えるもの（専ら乗

用の用に供する乗車定員10人以下の自動車を除く。）

平成16年規制に適合し 軽油を燃料とする自動車（ハイブリッド自動車を除く。
、かつ、平成12年基準 ＰＰ ）であって車両総重量が 12トンを超えるもの（専ら乗
排出ガス50％低減レベ 用の用に供する乗車定員10人以下の自動車を除く。）
ル及び平成12年基準粒
子状物質85％低減レベ 軽油を燃料とする自動車（ハイブリッド自動車に限る。
ルに適合させたもの ＶＰ ）であって車両総重量が 12トンを超えるもの（専ら乗

用の用に供する乗車定員10人以下の自動車を除く。）

平成16年規制に適合し 軽油を燃料とする自動車（ハイブリッド自動車を除く。
、かつ、平成12年基準 ＰＱ ）であって車両総重量が 12トンを超えるもの（専ら乗
排出ガス75％低減レベ 用の用に供する乗車定員10人以下の自動車を除く。）
ル及び平成12年基準粒
子状物質75％低減レベ 軽油を燃料とする自動車（ハイブリッド自動車に限る。
ルに適合させたもの ＶＱ ）であって車両総重量が 12トンを超えるもの（専ら乗

用の用に供する乗車定員10人以下の自動車を除く。）

平成16年規制に適合し 軽油を燃料とする自動車（ハイブリッド自動車を除く。
、かつ、平成12年基準 ＰＲ ）であって車両総重量が 12トンを超えるもの（専ら乗
排出ガス75％低減レベ 用の用に供する乗車定員10人以下の自動車を除く。）
ル及び平成12年基準粒
子状物質85％低減レベ 軽油を燃料とする自動車（ハイブリッド自動車に限る。
ルに適合させたもの ＶＲ ）であって車両総重量が 12トンを超えるもの（専ら乗

用の用に供する乗車定員10人以下の自動車を除く。）




